かりと継いてほしいとの願
いを込めて︑本校の伝統で
ある自助努力︑自主・自律
の精神の大切さについて式
辞でも必ず触れるようにし
ています︒

は全体で十八クラスとなり︑

ラスとなりました︒二年後

今年度から一学年は六ク

め︑この目標に向かって︑
標準的な学校規模になりま

日々︑自分自身を励まし︑
努力してほしい︒日々の地
す︒
学進学をはじめとして三年

昨年度︑学習面では︑大

道な努力の積み重ねこそ大
切なのです︒
次に︑
﹃時間を守り︑身だ
しなみを整え︑挨拶しよう﹄ 生が進路希望の実現に向け
ま た︑ 体 育 祭 や 黎 明 祭

て頑張ってくれました︒
などの学校行事では︑二年

ということです︒これは社
会生活の基本です︒この基

コントロールしてほしいの

で自分のことをしっかりと

会も以前より自主的に活動

それぞれの行事の実行委員

生︑一年生も活躍しました︒

本を確立するのために︑自
今年度の入学式に新入生

よろしくお願いいたします︒ 分でしっかり考えて︑自分
の皆さんに︑次のような話

梧桐会の皆さん今日は︒
平成十六年の四月に本校

その良さを十分伸ばしてほ

じ︑自分の良さに気づき︑

となって努力してまいりま

りし︑教職員とともに一丸
の進路希望を実現し︑卒業

した学校生活を送り︑自分

ら︑自分は大崎高校で充実

方々にも皆さんの後をしっ

て い き ま す︒ 若 い 会 員 の

後には梧桐会の会員となっ

うお願いいたします︒

温かいご支援を賜りますよ

今後とも梧桐会の皆様の

張って参ります︒

職員一同︑心を合わせて頑

より発展できますよう教

皆様の母校大崎高校が︑

も頑張っています︒

そして︑今年度の在校生

するようになりました︒

に着任して︑早くも三年目

いを二つ伝えたいと思いま
しいのです︒
﹂

かけがえのない自分を信

です︒

のある大崎高校をより一層
いうことです︒
﹃今日︑今か

す︒第一は︑努力しようと

﹁私は︑皆さんに私の想

をしました︒

発展させるべく︑梧桐会︑

今年も﹁九十余年の伝統

になりました︒

ＰＴＡの皆様のお力もお借

す﹂との決意皆様にお伝え
するのだ﹄という目標を定

新入生の皆さんも︑卒業

したいと思います︒皆様︑

御礼申し上げます︒
平成十八年三月を過ぎ︑

何お過ごしでしょうか︒

東京では街路樹の若葉が
日頃より同窓会活動に対

今年も二七一名の卒業生が

芽吹き︑緑が眼に染みる季

新しい梧桐会の会員として
入会をされ︑創立以来の会

平成 年度卒業
梧桐会新幹事
Ａ組
Ｂ組
Ｃ組
Ｄ組
Ｅ組
Ｆ組
Ｇ組

遠藤香緒里
齋藤 健太
野口 翔太
間宮 奈央
柴崎 一樹
松浦 友美
橋本 直希
横溝 政子
清水 康裕
中村友梨奈
剱持 尊文
德田
彩
有山菜々子
伊藤 光雄

詳細は後日はがきでご連絡します。

員数は一九○○○名を超え︑

７月29日（土）です。

社会の各分野にて活躍され

日にちは

賜っておりますことを厚く

拶

あわせの上、
ご出席をお願いします。

節と成ってまいりましたが︑ し︑深い御理解︑御協力を

挨

同期会を開催いたします。お誘い

梧桐会会員の皆様方には如

ご

品川プリンスホテルノースバーにて

ご承知のように︑梧桐会

いたくＦＡＸかメールにて

考えなりを是非お聞かせ願

私たちも今年 ？ 歳。前回同様、

ております

原状です︒今後は梧桐会の

活動について︑諸々抜本的

ながら企画をしているのが

な検討見直しが必要に成っ

の少子化の影響に伴いまし
一クラス分約三○名減とな

てきたのでは無かろうかと

て︑三年後には新会員数が

イナスと成ります︒

り︑今後の収入に大きなマ

会員の皆様方の同窓会に

感じております︒

事務局までお寄せ頂ければ

対するご意見・ご要望・お
持ち込みによる郵送料を軽

さて梧桐会の運営費用は︑ 訳で有ります︒郵便物の局

幸いです︒

44年度卒業の皆様へ

は会員相互の親睦交流と︑
併せて母校発展に寄与する
事を目的として昭和十二年
に設立されました︒
同窓会の活動につきまし

一方︑会員数は毎年増加
致しますので︑会報発行枚

新入会員から戴くお一人

減したり︑総会に掛ける費

数と郵送費用が増え続ける

七千円の終身会費と大崎高

う事で計るなど知恵を出し

が準備︑手助けをしてもら
賄われておりますが︑近年

用の削減を︑幹事一人々々

会計報告

校所縁の方々のご寄付︑総

げております︒

会務報告

会の際の会費収入に依って

芳賀・原田

担当

ては︑第一に会報の発行が
有りますが︑年一回の発行

ですので︑会員の皆様方に

大崎高校内食堂にて開催す

を目指し︑事務局を中心と

はどうぞ同級・同期お誘い

して幹事の方々が忙しい仕

の企画編集等に大変頑張っ

わせのうえ︑多数ご出席下

方達が準備を進めている処
てもらっております︒第二

さいますようお待ち申し上

べく︑幹事長や若い幹事の

に総会の開催ですが本年も

昨年の総会風景
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学校長の挨拶

渡部 良彦
川村
治
㈱英
進
編 集 人
発 行 人
印 刷 所

会

桐

梧

事や学業の合間をぬって︑

１３時〜１６時

寄付のお願い

事務局・東京都大田区新蒲田
3-18-1-507
渡部良彦方
TEL/FAX 03(3730)8117

掲載原稿の依頼や特集記事

１２時３０分（受付開始）

今後、会員の皆様のご寄付がたよ
りとなってくると思われます。同
封の払込取扱票でお願いします。
口座番号 00170-0-614506
加入者名 大崎高校梧桐会
その他

梧桐会総会
第69回

無料）
２，
０００円（新卒者
費
会

５月１４日（日）母の日
時
日

会長の挨拶
プログラム

平成18年４月１日発行
発 行 所

五月十四日
︵日︶
母の日に︑

当日会場でお支払いください。

一

光

藤

拶
挨
ご

第 52 号
都立大崎高等学校長

齊

治
村
川
梧桐会会長

5月14日
（日）
於・大崎高校

梧桐会総会開催

第５２号

報
会
桐
梧
平成１８年４月１日
（１）

学校も仕事も転々

懐かしい学校

までも︑卒業式の日に初め

れ︑主人の定年もあり︑第

時は︑都会と一緒になりま

ろですが︑サッカーのある

滞などはほとんどないとこ

になれたのかなと感じた時

の星座は特別︑こんなにも

こえます︒何と言っても冬

波の音も風の強い日には聞

みたいと思っております︒

ス会や同窓会にも出席して

りましたので︑今度はクラ

由の時間が持てるようにな

六十歳を過ぎてやっと自

五十円︒卒業後の就職のた

二のふるさとを求めて茨城

でした︒ほんとうに懐かし

星があったのかと︑感激の

まだ一度も出席をしていな

生︑Ｃ組田中先生︑後で片

て喫茶店を経験しました︒

く思い起こされます︒電車

日々でした︒流れ星も︑衛

いので不安なこともありま

め︑国家公務員の試験を受

に落ち着き二年目を迎えま

が動かない時は︑線路の上

星の動いているのも見るこ

すが︑知っている方がいる

桐先生とのロマンス︑数学

した︒こちらは海も近く︑

を大井町近くまで歩いた時

とができます︒皆さんに見

す︒

たと思います︒やっと大人

大井町のデパートの中だっ

もあります︒

せてあげたいくらいです︒

平野︵広瀬︶悦子 ︵昭和 年度卒︶

運動会・フォークダンス

ここ鹿嶋はサッカーのと

験︑当時男女差があり︑限

・片思い・修学旅行・部活

ころでもあり︑大きなサッ

られた省庁でしたが何人中

バッグでも赤のを持って来

・とても楽しい学校生活が

の田口先生が一寸東北弁な

徒の方が多い時です︒３年
た男子生徒は︑校門で先生

送れたことを︑先生・友達

まりのようでしたが︑一番

十年ほど前に娘が嫁ぎ︑

の階段はところどころ板が

生の時の校舎は木造で︑裏

の預かり物とされ︑今では

大崎高校を卒業してもう

その夫の出身地の長崎県へ

考えられないようなことで

東京に父が職を求めたため

入学︵ここも元は女学校︶
なのです︒アルバムを見て

後ろのメガネでおさげが私

津川の遠足の写真︑真中の
校で学んだことが良かった

のお別れ︑二年間の大崎高

二十八年三月大崎高校と
ちました︒

成十五年十二月十七日旅立
校の頃は︑男生徒より女生

ってしまいました︒私が在

七月三十日父親の後を追っ

めて安心したことを思い出

う一度校門の学校名を確か

を見て︑あまりの違いにも

正しく美しくとは言わない

孫の年頃ですものね︒清く

はないでしょうか︒私達の

ます︶︒

・両親に感謝︵試験は除き

にあります︒普段は車の渋

転車で十分くらいのところ

カースタジアムが家から自

せん︒

つたない文で申し訳ありま

々にお礼を申し上げます︒

会のお世話をされてる方

ます︒
て旅立ってしまいました︒

現在は︑仕事から解放さ

三月四月は星薬科の事務
現在はグループホームで生

します︒

所でお勤めしましたが︑五

木︑緑︑小田原︑川北︑横

神奈川︑小田原︑北沢︑厚

谷︑世田谷︑中野︑渋谷︑

芝︑渋谷︑品川︑目黒︑渋

書いたのは︑長崎市出身の

いような気がする﹂と詩を

私の生涯は終わってもい

崎という ただそれだけで

かとこです︒﹁ふる里が長

受売りですが︑長崎県はよ

でした︒クラスメートとも

窓会には出席ができません

は仕事のためクラス会︑同

りました︒同窓生の皆様は

拝啓 桜の美しい季節とな

方々ですが︑社会で豊かな

言葉を話せず︑寝たきりの

長崎新聞の﹁水や空﹂の

活しております︒

南︑川北と四十年間で十八

認するということできてし

年賀状で一年間の無事を確

卒業してからは︑父の職
街でハンデをもたれる方々を
業の関係で引越しが多く︑
私も会社員から美容師に転見かけたら︑
温かい目で見てください︒

回の転勤︑ダブっている署

と題した作品だそうです︒

風木雲太郎氏の﹁老楠歌﹂

職ということもあり︑日曜

もありましたから十三署を

いかがお過ごしでしょうか︒ 生活をしていただこうと︑

したり︑いろいろなところ

まいました︒その後もそれ

へ出かけて楽しく過ごして

長崎を訪れた歌人︑与謝野

早いものです︒在学中は︑

いただいたりと︑毎日︑充

理士として少々の仕事はし

まじめな生徒ではありませ

実した日々を皆さんのおか

パン作りやアルミ缶回収︑
りませんでした︒先生方の

んでしたので︑先生方には

げで送らせていただいてお

工芸作品製作などの仕事を
らしき人﹂と詠んだ︒東京

お顔も時々思い出しては︑

ご迷惑をおかけいたしまし

大崎高校を卒業して︑早

その間に結婚︑育児︑両

から旅して来て︑たちまち

お元気でおられるのかしら

た︒男子バレー部のマネー

二十四年︒月日の経つのは

親の見送り︑夫は母校農大

その魅力の虜となった晶子

と思い出されます︒

ぞれ結婚で遠くに行かれた

の野球の監督とか︑凸版会

の感動が伝わってくる︒こ

りと︑逢えるチャンスがあ

社の野球に関係︑福島の方

のような魅力的な長崎で毎

晶子は﹁青やかに誇らしき

の高校の監督を頼まれ︑単

山ほこらしき海に向へり誇

身赴任を経験し︑その後体

日を送っています︒

かと思い

ます︒私

とは言えませんが︑街で︑

無知でしたので︑他人のこ

んと出会うまでは︑全くの

だった頃の私と同世代にな

本当にまだ若かった高校生

へ入学︑三女は中学生です︒

くことを夢見ており︑高校

へ︑次女は福祉の仕事に就

も︑皆さ

ハンデをもたれる方々を見

り︑時々ふと昔を思い出し

かけましたら︑温かい目で

見ていただきたいと思いま

この世で気持ちよく生きま

とても厳しいものでした︒

長さ︑髪の色︑パーマ等は

私達の頃は︑スカートの

して︑一度部活をさぼって

ゲームが大流行しておりま

ました︒当時︑
インベーダー

は本当によくしていただき

先生方︑コーチ︑先輩方に

ジャーをしておりまして︑

負の感情を一切もたず︑本

うらやんだり︑私達のもつ

皆さんは︑人をねたんだり︑ を運んでいただけたらと思

く通ってこられています︒

知的障害を持った方々が多

は自閉症やダウン症などの

ります︒また︑本体施設に

それでも一︑二年に一度東

まい︑全くわかりませんが︑

す︒また︑どこの施設でも︑ てしまうこともあります︒

しょう︒一寸先のことが分

当に純粋で︑何をするにも

するだけでも良いので︑足

れ︑仕事にも理解を示して

しですが︑三人の娘に恵ま

毎日で︑家庭は放ったらか

とにかく︑仕事︑仕事の

日々楽しく︑豊かに生活さ

生活があるかと思いますが︑

ます︒皆様にはそれぞれの

つい辺りを見回してしまい

と︑知った人はいないかと︑

います︒

くれ︑夏休み等にはボラン

京へ戻る時に︑電車に乗る

同窓生の皆様が︑どのよ

して三時間すぐたってしま

らない︒それを無常と申し

ゲームセンターにいるとこ

一生けんめいでひたむきで

多くのボランティアを必要

い︑またお逢いしましょう

ろを先輩にみつかり︑ひど

あり︑そうした方々と接す

か︑東京から遠く離れてし
き︑お蔭様で足だけはいま

とお別れするのですが︑一

ます︒明日のことは思い煩

く怒られてこともあり︑現

ることで︑本当に私自身が

うな生活を送られているの

だに丈夫で感謝しておりま

うな︑今日︑今を精一杯楽

当に楽しく充実した三年間

在ではよい思い出です︒本

としておりますので︑関心

す︒その他︑東洋製菓︑計

年二年たち︑何々さんが亡

しんで切に生きることと︑
瀬戸内寂聴さんの青空説法

返す日が続きましたが︑平

器の会社にお弁当持って短

ますと︑同じ年の友として

くなられたと知らせがあり

トリコ

調をくずし︑入退院を繰り

ました︒

尾石︵月岡︶千代子 ︵昭和 年度卒︶

転々としました︒その後税

用されました︒その後は︑

月一日付で品川税務署に採

っても足りないくらいにな

した︒人生いろいろ︑学校
二十六年四月大崎高等学校
へ転入︒

もいろいろ︑転校なしで卒
昭和九年七月廿日︑荏原

業はありませんでした︒

何年になるのかと︑指を使

のでしょう︒後で知ったこ
移ってきました縁で︑私を

壊れていてギシギシと音が

とでした︒

とですが︑石川先生が何か

したものです︒現在の校舎

何番で登録してあるとのこ

いましたら︑授業料一ヶ月
成績を書いてくださったと
一人にしておけないと移っ

二十七年十一月八日の中

分三百円︑諸会費四百円︑

てまいりましたが︑十七年

楽しい授業でした︒

内訳四十周年記念事業費百
か︑本当にお世話になりま

月三重県立亀山高等学校

まず一番に︑校門が印象

した︒改めてお礼申し上げ

年三月同校卒業︑同年四

に残ってます︒緒方校長先
円︑ＰＴＡ会費百五十円︑

七十年の人生のうち二年

妹に恵まれませんでした︒

区中延で誕生︑その後︑弟

施設充実費百円︑生徒会費

かしらという不安です︒

Ａ組田島先生︑Ｂ組石川先

生︑池田副校長先生︑二年

学校入学︒同年十二月八日

は忘れもしないパールハー
バー︒
十七年父が渡満︵満洲建
設勤労奉仕隊︑二十年現地
応召でハイラルに入隊︑後
シベリアへ捕虜となる︶東
京で母と二人の生活は心配

というので︑父の生家のあ

民学校へ転校四年生︑翌年

る岐阜県本巣郡土貴野村国
母の姉家族が横浜で戦災に

遭い︑伯父の親類の三重県

鈴鹿郡加太村国民学校へ転
戦︑二十二年三月加太村国

校五年生︑同二十年八月終
民学校卒業︑二十二年四月

鈴鹿郡西部中学加太分校入
学︑父がシベリアから帰り
まして岐阜県本巣郡糸貫中

学へ転校︑その後三重県で

父が仕事についたため︑再
び西部中学へ転校︑二十五

四年間と申しましょうか︑

期間通ったりと︑充実した

を読みまして︑過去のこと

をもたれた方は︑一度見学

昭和十三年家政科入学︑

年度卒︶

第一日野小学校の隣接地に

す︒

何とも寂しい思いが致しま

社会では︑こうした方々に

戦争＋青春時代︑今思えば

対して偏見をもたれている

懐かしさだけ鮮明に残って

卒業後は看護師となり︑

は珍しくプールがあり︑ク

をくよくよするな︑前向き

現在は︑岐阜県垂井町にあ

校舎があり︑夏︑その頃で

に明るく生きること︑それ

いね︒連絡して下さったら︑

もっとうれしいです︒皆様︑

ら︑気軽に声をかけて下さ

お体には気をつけてくださ

ませんが︑心のやさしい思

いやりのある子に︑親とし

長女はこの春︑看護学校

くはありませんから⁝︵笑︶

てくれたと感謝しています︒ い︒何といっても︑もう若

て何もしていないのに育っ

す︒決して成績は良くあり

れるようにお祈りしたいと

佛様︑神様が決めた寿命

が幸せにつながると︑自分

のような誤解をなくしてい

方々も多々おりますが︑こ

思います︒もし︑街で私を

の分は︑どうしても生きな

の家という障害者施設に勤

りますデイセンターあゆみ

癒され︑助けられています︒ ティアとして手伝いにきて
ければならない︒大病して

日を頑張っております︒

なりに解釈して︑元気に毎

でした︒
卒業以来六十四年︑私の

も︑最愛の人に先立たれて

おります︒
記憶の中でクラス会は︑昭

も︑早く死にたいと思って

見かけることがありました
和六十二年︑平成元年︑五
せて頂きました︒自分の出

ただきたいと日々痛感して

ながらもやってくれていま

昭和十五・十六年頃︑勤

いだ想い出がございます︒

年︑六年︑十二年︑十六年

たが︑一寸書くことができ

おります︒福祉というと︑

い浮かべられる方々が多い

どうしても高齢者福祉を思

障害児・者通園事業の責任
楽しく過ごしております︒

者として︑日々みなさんと

務しております︒重症心身
私の近況です︒

支離滅裂な文章になり︑
れて︑そして佛様がボケさ

お恥ずかしいです︒これが
せ︑死なせて下さるまで︑

も︑寿命が来ないと死ねま
を呼びあい︑女学校の懐か

せん︒寿命は素直に受け入
しい想い出に︑和気藹々と

とございました︒初めての
の兵隊さんを偲んで歩け歩

クラス会からいまだに旧姓
けと︑遠足や行事に良く歩

氷川神社に戦勝祈願︑武運
過してきた︑これが現実で

長久をお祈りしたり︑戦地
す︒

身校の歴史変遷も知らず︑

崎の九十年﹂を同封して下

唯ノホホンと六十四年間を

さりとても懐かしく拝見さ

を頂きました︒その時﹁大

くれますし︑家事も嫌がり

たり︑毎月十三日は近くの

労奉仕で皇居に掃除に行っ

ラス別に時々お借りして泳

会員だより
戦争＋青春時代 野口︵鈴木︶元子︵昭和
拝啓 一雨毎に春めいて参
り︑桜の花も咲き始めまし
失礼︑お許し下さいませ︒

た︒突然の手紙差し上げる
昭和十六年度卒業の塚田
ざいます︒梧桐会報五十二

良子様のクラスメイトでご

16

ず︑私に代わりにとの手紙

号の原稿の依頼がありまし

野口さん
塚田さん

56

間を大崎高等学校で学びま

37

満了︒同年四月源氏前国民

松野 純子 ︵昭和 年度卒︶
27

十六年三月若葉幼稚園保育

（２）
平成１８年４月１日

報
会
桐
梧
第５２号

の教育方針に反発したり︑
なり正確に︑あの熱意に感

々の努力で︑消息調べもか
この元気は︑厳しい土地で

も︑結構楽しいものです︒

です︒雪カキで汗を流すの

こそ出かけてみようと思い

校で催されています︒今年

梧桐会が毎年母の日に学

うに祈っています︒

生徒に対し絶対的な権力を
鍛えられているのでしょう

あれからまたまた︑二十
ます︒入学式にあの桜は満

謝します︒
か︒雲が眼下の日もあり︑

振い︑生徒のために情熱的
年余りの月日が流れてしま
開で咲き誇ったのでしょう

な心を持っていたのだと︑
今頃理解しております︒そ
か︑と思いつつ⁝︒
その当時のテニス部はたく

明日も無事に迎えられるよ
大崎高校を卒業して

多かったかな・・・︒何と

さんの部員でボール拾いが

夕日の沈むのを眺めては︑

と︑願っております︒我々
四十一年︑大崎高校は創立

いました︒この書面より再

も還暦を無事のりこえまし
九十五年︑そう云えば入学

度の同期会の開催されるこ

良く学び良く遊べの言葉
て︑あと一花咲かせる気持

の頃の進学率も︑すばらし

どおりの高校生活を懐かし
で頑張りましょう︒

いものがあったこと︒

勉強したこと︑美術の時間

く思い浮かべております︒

ままだったと思います︒

と聞かれます︒教員という

対署名をしていたことを今

す計画ができ︑先生方が反

きい道路を高校の真下を通

道路問題が起きました︒大

いましたが︑高校を卒業し

てもらえる︑などと答えて

テランでも同じ仕事を任し

のあることだ︑若くてもベ

問を教えることはやりがい

私らが在学しているとき︑ 仕事が面白そうだ︑人に学

でも覚えています︒高校を

ると︑一番の理由は︑大崎

て二十五年経って考えてみ

高校で学んだということに

いましたが︑その後忘れて

気付きました︒大崎での三

卒業して数年間は気にして

たとき︑ふと高校のことが

の教員をしています︒大崎

しまいました︒東京に帰っ

高校を卒業して︑ちょうど

す︒校則があっても気にな

早朝ランニング︑おいしい
会は昔話・近況話などで盛

ません︒別の高校に通って

なって︑十八年過ぎました︒ 進めたような気がしてなり

年間が貴重だったと感じま

久しぶりに大崎高校梧桐

朝食︑午前・午後の練習︑
り上がりました︒翌朝の日

いたら︑教員になっていな

懐かしくなって見に行き︑

高一七〇〇ｍ の蓼科高原ピ
会に出席し︑校舎の変わり

れの先輩と共にテニスがで

夜のミーティング︑あこが

二十五年になります︒もう

目︑札幌市の隣の石狩市に

現在勤めている学校が三校

いっても一番楽しかった思

ラタスの丘︑ロープウェー
ようにビックリ！ しかも

の出を見に海辺に行こうと

一昔前と言ってもよい位の

当時一年遅れの五十周年記

こと︑学校帰りに駅ちかく

校庭の隅にあった部室とテ

きた一週間︑テニスあって

こで朝食となった者︑
数名︒ 年数が経ちました︒普段︑

約束したのに︑寝ぼけまな

私は昭和五十八年に︑標

のラーメン︑小倉アイスの
の北側のペンション村に住

ニスコートは？ 梧桐会総

の十代の青春でした︒

戸越公園に写生に出かけた

おいしく食べたことなど︒
っても雨が雪になります︒

みついています︒四月に入

会と同時に我々テニス部Ｏ

幹事を引き受けてくれた方

キースの松井選手の出身地

リーグのニューヨークヤン

今年も滑れたと健康に感謝

年度卒まで三十四名の出席︒ した︒そして︑十一月五日

大渕さん︑塩沢さんから

居酒屋に移し︑ 年度卒の

二次会をアトレ大井町の

しい顔が集まりました︒

ニスコートが四百面以上あ

・六日には千葉県白子町
︵テ

んでいる軽井沢にも行きま

ます︒秩父にも︑先輩が住

会の合宿は楽しみにしてい

とんどです︒ですので朋有

ニスを楽しんでいる人がほ

となり︑最後までテニスを

した︒その訃報がきっかけ

恒雄さんが病で亡くなりま

十年前に︑ 年度卒の新井

省しています︒二年前か三

毎年︑正月には東京に帰

休みの時期があったのです︒ る年齢になってしまいまし

満足顔でした︒

年前︑母校がどうなってい

ですが︑体力の減退を感じ

いか︑気持ちは若いつもり

ゆっくり出来たテニス︑
皆︑ 高校生を相手にしているせ

な思いをしましたが︑今は

初のうちは息が詰まるよう

地域に住むことが多く︑最

違って︑生徒も教員も同じ

た︒また︑北海道は東京と

ろな学科を経験してきまし

工業科︑総合学科といろい

たいと考えています︒その

した三年間を送らせてやり

す︒生徒たちに伸び伸びと

なくなってきているようで

大崎高校のような学校は少

る中︑私が通っていた頃の

全国的に管理教育が強ま

ことが︑私を高校教員へと

そんな厳しい練習の日々

あいにく出席できなかった

私が北海道の高校教員に

りませんでした︒自由な雰

そして昭和五十七年十一
今冬の冷え込みは︑二十年

Ｂ会﹁朋有会﹂も開催︒特

を見ると︑道路問題は良い

月十四日︑大崎三六会︒同
前のマイナス ℃が続きま

環境が変っていないところ

期会で久し振りに社会で活
したが︑スキー場が近いの

囲気の中で勉強し︑友と語

躍する青年︑育児で忙しい

方向に解決されたのだと思

ママ︑それぞれ人生の中程

でしたが︑技術の方はそれ

です︒特に松井選手は︑長

三十名近くの方々の近況報

私は現在︑北海道で高校

紅葉に雪に 友情のあふ

らい︑部活動に汗を流した

るるところ⁝ と校歌を口

に伴わず︑試合になると殆

もあり︑今思えばもう少し

女の小・中学校の同級生で

告も頂きました︒

哲 ︵昭和 年度卒︶

テニス部の思い出
竹之内

います︒

梧桐会報の会員だよりの

ど勝てずに終わった三年間

長女にハッパを掛けてつき

には太平洋を一望できる温

の一階には露天風呂︑七階

る町︶で合宿です︒ホテル

さんの掛け声で朋有会の活

から同期の浅田さん︑江田

楽しんだ新井さんへの想い

校舎が︑私が在学していた

とはできませんでしたが︑

じられており︑中に入るこ

曜日に行ったため校門が閉

るのか見に行きました︒日

然や季節を感じることがで

長い年月が経ちました︒自

活するようになってからも

北海道に憧れ︑北海道で生

もう慣れてしまいました︒

人に気を配りながら︑指導

ています︒
私は︑
生徒一人一

見つけてもらいたいと願っ

友を作り︑自分の生き方を

中で勉強し︑
部活動に励み︑
それぞれに思い出す事は
違っても︑今はないあのコ

そして次回三月は︑念願

動が再開されたのです︒

す︒

間世話になった鈴木七夫先

泉︑料理も抜群
︵おいしか

でテニスを楽しみ︑夜の宴

られる北海道に来て本当に

った︶
︒
そして九十九里の浜

トを放さなかった思い出︒

お祈りします︒

福︑そして梧桐会の発展を

は驚いてしまいました︒戸

ートと重いローラー︒先輩

退職後は︑二人の孫との接

さて︑私はよく生徒から

生とＨ組の仲間の健康と幸

どうして先生になったのか

良かったなと思います︒

っていないようでした︒高

こちらからも業者に問い合

わせましたが︑
﹁確かにポス

月に十数名の方に原稿を依

編集しています︒今年も３

私は﹁梧桐会報﹂を長年

かないので︑業者の方に問

しかし︑翌日になっても届

いていると思います︑の返

に掲載もできず︑また︑業

にて送っていただきました︒ っかく書いていただいたの

事︒一応︑写真だけは別便

者に連絡をとっていただい

者の大石詔子さんには︑せ

てはいけないことです︒筆

こんなことは二度とあっ

トへ配達しました﹂

日でした︒その日を前後

頼しました︒締切りは４月

渡部 良彦 ︵昭和 年度卒︶

原稿はどこへ行った？

ミステリー

校の周りの環境はあの頃の

越公園や駅前の商店街は変

達の指導のもとに基礎練習

触を深め︑また熟年離婚さ

私も今年の八月︑長年勤

あります︒これまで普通科︑ かったかもしれません︒

でした︒同期の女子︑一年

あいさせておけばよかった

今でも青春そのままにテ

原稿依頼があり︑桜さけば

別席を設けて頂いてなつか

スが一クラスの六クラスで
勝っており︑指導された先

後輩の男子は︑それなりに

と︑長女と冗談混じりで話

私は担任の河野三郎先生

構成されておりました︒そ
輩はさぞかしあきれていた

しております︒

して先輩面をして顔を出し

れないためにも︑長年苦労

44

たに 風も薫れり 林深く

うした中で︑中学時代少し
と思います︒歴代部長の中

実は朋有会の活動は少し

かじったテニスをやってみ
でも︑出来の悪い部類に入

た︒

女子が多い学校のため︑

のですが︑実状は思惑とは

ましたが︑我々の先輩ほど

を掛けてきた女房と︑ドラ

最後になりますが︑三年

全く異なり︑大変厳しいも

たと思います︒

熱意ある指導も出来なかっ

をしていかねばなりません︒

ただいております︒大学を
のでした︒ＯＢの先輩達が

ようと︑手遅れかもしれま

イブを兼ねて旅行をしてみ

人間の人なつっこさに触れ

出てから石川県にある会社
毎日のように交代で指導に

石川県に来てから毎回で

数年前一寸した時間があ

き︑豊かな食物に恵まれ︑

に就職した関係で︑同窓会

はありませんが︑テニス部

り︑大崎高校の変貌した姿

頃とはすっかり変って近代

には一度も出席出来ません
グの日々でした︒入学当初

来られ︑きついトレーニン

のＯＢ会や合宿に参加させ

を見る機会がありました︒

的な建物になっていたのに

でした︒早いもので︑東京
は玉拾いの毎日で︑ボール

ていただいております︒何

あまりにも変わった姿に︑

の新しくなった大崎高校の

で過ごした期間よりも石川

を打たせて貰ったのは二学

年経ってもやはり先輩は先

大変驚きました︒今度はゆ

コートを借りてのテニスで

県で暮らしている方が長く

期になってからでした︒特

分で接しております︒今年

輩で︑懐かしさ半分怖さ半

っくりと母校周辺も見てみ

辺つきです︒ 年度卒の人

なり︑今年八月で六十歳に

に夏休みの練習は︑今でも

も秋にはＯＢ会があると思

たいと思っております︒

達も参加され︑総勢十七名

なります︒今回︑会報執筆

きつい毎日だったと思い出

いますので︑参加するつも

取りとめのないことばか

から始まり︑暗くてボール

36

関連会社を停年退職します︒ が見えなくなるまでラケッ

42

務をしていた
﹁テイジン﹂
の

の依頼を受け︑戸惑ってお

されます︒ランニング・兎

りでおります︒

り書きましたが︑高校時代

大学に入ってからＯＢと

りますが︑思いつくまま書

跳び・素振りの繰り返しで

今︑私が住んでいる場所

だろうと甘い気持で選んだ

いてみます︒

した︒また︑水分補給も許

は︑石川県の能美市根上町

の思いを振り返ることがで

練習もさほどきつくはない

昭和三十七年︑大崎高校

されず︑汗が乾き塩の結晶

きました︒皆様方もお変わ

梧桐会の会報をいつも懐

に入学しました︒現在はわ

で身体中が白くなる状態で

皆様の中でお気づきになる

です︒根上町ということで

50

かしい思いで拝読させてい

かりませんが︑当時は女子

した︒唯一の楽しみは︑先

回っておりました︒一学年

﹁送ります﹂という連絡

のあった原稿が届かないの

で送ったので４月 日に届

回答は﹁確かにポストへ配

かけしました︒お詫びとお

うか？

へ行ってしまったのでしょ

それにしても原稿はどこ

礼を申し上げます︒

そんなはずはない︒配達

ストに入っていないんだ？

した︒すると︑
﹁メール便﹂ したのなら︑なぜ開けたポ

で︑筆者の方に電話をしま

達しました﹂とのこと︒

に原稿が集まってきました︒ い合わせていただきました︒ たりと︑余計なご面倒をお

10

せんが思っております︒

の人数が圧倒的に男子を上

輩が差し入れてくれた粉末

で︑女子のみのクラスが三

総 理 大 臣 の 森 喜 郎 と︑ 大

りなくお過ごし下さい︒
むことでした︒

ジュースの入った氷水を飲

15

方も多いと思いますが︑前

二クラス︑男子のみのクラ

32

佐藤（福士）啓子（昭和39年度卒）

39

クラスと男女混成クラスが

テニスに明け暮れた十代、
そして今、朋有会

ると思っています︒

ようと思い入部しました︒

15

念式典があったような・・・︒ い出は富士見合宿でした︒

伸一（昭和 55 年度卒）

酒井

で︑楽しく遊んでいます︒

生徒から先生へ

を通過点に開かれた会で︑

盛田（井出）徳子（昭和36年度卒）

ずさんでしまいました︒

桜さけば雲もかがやき

⁝雲もかがやき みどり新

第５２号

報
会
桐
梧
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当時の大崎︑そして
この頃思うこと

議長︑書記は全

職員全員参加で

職員会議は教

意欲や集中力のなさ︑学力

化が見られるようになり︑

加わる中で︑生徒たちに変

や風俗などの頽廃等々︶が

量の過多と質の悪化︑政治

れる祉会状況の変化︵情報

もっとも大きい原因と思わ

えて問題でした︒それに︑

式や卒業式における日の丸

の評価などが始まり︑入学

用されて管理職による授業

立高校に人事考課制度が適

ましたが︑二︑三年して都

し八潮高校の嘱託員となり

私は１９９７年に定年退職

いものになっていきました︒

次第に制約を受け年々厳し

いえました︒しかしそれも

も 年代はある程度保証さ

員による輪番制
不足︑暴力やいじめなどが
の掲揚や君が代の斉唱が強

また︑入試制度の﹁合同

で行われ︑学校
次第に目立つようになりま
要されるようになりました︒

れていて︑大崎高校の職場

運営委員は選挙
した︒このような状況の中
︵現在では通達によって起

選抜﹂は第二︑第三志望な

で選ばれ︑運営
で授業や担任の仕事など私
立が強いられ︑違反した場

分会活動は活発な方で︑本

委員会には組合
なりに努力してきたつもり
合には厳しい処分がなされ

部委員会の取組みも順調と

の代表が自動的
ですが︑今で考えると苦い
るという理不尽で時代錯誤

面︑意に添わない入学も増

に入ることなど
思い出もあり︑もっと計画

どの滑り止めで入り易い反

十五年間続いた﹁学校群﹂ 戦後民主主義の慣行といえ
的に渾身の努力で力不足を
補い事に当るべきであった
事実です︒
︶

行われていることは周知の

の悪行が石原知事のもとで

校毎の﹁単独選抜﹂が導入

ら活気がありました︒また︑ は１９９４年に終わり各学

う生活で︑憲法や教育基本

外で働き私が家に居るとい

で攻守所を変え︑妻が少々

ような雰囲気が生徒諸君や
つの学校での勤務年数が次

強制異動が始まるなかで一

その後︑定年制が敷かれ

り二週間単位の時間割の組

ら隔週の学校五日制も始ま

実施されました︒この頃か

結果取り入れることになり

新しいことを始めたいと考

音楽鑑賞などに浸り︑一つ

雑事をこなし︑時々囲碁や

危機感を持ちながら︑家の

の社会状況の悪化に非常に

教職員の転退
転 出

おいしい給食写真展

2

2

2

2

編集後記

◇ 年ほど前に活字から当

時流行の電算写植に変わっ

ソコンで作っています︒そ

流れかこの号から普通のパ

たこの﹁梧桐会報﹂
︑時代の
南葛飾高校

常国 佳久︵国語︶
山田 進︵地理︶ 竹早高校

号をお届けします︒今年

の理由は後で触れるとして

は﹁母の日﹂が 日︑とい

とって超ラッキーな年なの

うことは︑会報を作る身に

と思います︒
答えは﹁余裕﹂

である︒理由はおわかりだ

です︒でも毎年４月 日い

っぱいで﹁会報﹂を上げる

ようにしています︒

会社からリストラを宣告さ

１年前︑ 年近くいた前の

◇そんなわけで︑ちょうど
調布南高校

蒲田高校

杉浦 育子︵化学︶

荒川工業高校

高木 俊和︵国語︶

転 入

中山 香織︵事務︶ 水道局

東部支援センター

須田 光郎︵事務︶

広尾高校

掛川 伸一︵事務︶

台場小学校

窪谷友理子︵事務︶

六郷工科学校

磯部 公明︵情報︶

金子 栄︵英語︶ 深沢高校

原田 伸子︵音楽︶

小山台高校

石塚 純一︵生物︶

淵江高校

今泉久美子︵化学︶

荒川商業高校

竹内 一仁︵化学︶

八潮高校

齋藤 義昭︵数学︶

八潮高校

小川 博司︵世界史︶

昭和三八年度卒︑新保照

14

毅

るものが相当生きていた時

と折にふれて反省すること

され︑定員 ％の推薦入試

校内に残っていたように感

み方に苦労したことを思い

28

旧職員 上 條

代でした︒
また︑大崎高校では職員
もあります︒

諸行事の後は親睦を兼ねて

法の改悪の動き︑首相の靖

じました︒生徒会活動や諸
を落ち着けてその学校で頑

第に短くなり︑教職員が腰

佐藤 正男︵化学︶

は︑ 歳の男にはかなりこ

っぱいまで︒真夏の職探し

れてしまいました︒８月い

20

ます︒

入学選抜制度が廃止になり
されて二年後の１９８４年︑
や昼休み時間など多くの生

室がよく利用され休み時間

動や定年制がなく︑長年大
必ず反省会がもたれて重要
も始まりました︒推薦入試

無反省︑そして︑諸側面で

国参拝による侵略戦争への

行事では生徒たちが大分自
出します︒

○食のメニューを考え︑記

皆さんもくれぐれもご注意

ます︒業種は前と同じです︒

んとか元気で頑張っており

ください︒今ですか？ な

新保さんは﹁毎日がチャ

◇お詫びです︒梧桐会のメ

きました︒

レンジでした︒どうしたら

として五年間勤めた後︑区

に大田区内の病院で栄養士

良い食事の伝統を多くの

た︒学校給食のすばらしさ︑ ダーとのトラブルです︒４

考えるのが本当に楽しかっ

年度卒業の皆さん︑卒業

◇急告︒この欄を見た昭和

ひお集まりください︒

つも出席されている方もぜ

出席したことがない方︑い

会を開催します︒卒業以来

◇今年も母の日に梧桐会総

ださい︒

す︒住所変更等にご活用く

この紙面で掲載しておりま

レスを取得しましたので︑

急遽︑ヤフーでメールアド

す︒
頭にきて解約しました︒

川村 治︵昭和 年度卒︶ のない会社は困ったもので

てきました︒そんなだらし

年近く経ってから︑契約書

てしまいました︒プロバイ

立田園調布小を皮切りに

人々に知ってもらいたい﹂ の押印洩れがあったと言っ

食べ残しを減らせるのか︑ ールが３月から不通になっ

三十五年間小中学校五校の

と話しておりました︒

りに携わり︑年間で約一八

栄養士として給食の献立作

新保さんは︑短大卒業後

にて開催されました︒

ール・アプリコ地下展示室

が今年の三月︑大田区民ホ

代さんの﹁学校給食写真展﹂ 録に残そうと写真に収めて

の会社に入社できました︒

日から浪人することなく次

たえました︒幸い︑９月１

47

新たに﹁合同選抜﹂が採用

崎高校に異動しました︒

私は三田高校︵定︶より大

崎高校で教鞭をとられた年

の導入については反対意見

嘱託終了後は︑妻の希望

配の先生方が多数居られ︑
視されていたことも大崎高
も多くありましたが議論の

﹁合同選抜﹂の入試制度

﹁学校群﹂時代やそれ以前
よいでしょう︒

校の特色の一つといっても

徒たちの声や姿で雑多なが

からの中堅上位校としての

その頃は教職員の強制異

栄光やバンカラとでもいう

主的に取り組み︑授業や生
張っていくことができにく

えているこの頃です︒

活指導でもそれ程手がかか

久留米高校
指田 一興︵生物︶

今年３月から、諸事情により旧アドレスが使え
なくなりました。皆様方には大変ご迷惑をおか
けしました。
このたび、新アドレスを取得しましたのでご活
用ください。
「aogirikai」ではなく「aogiri̲kai」
です。必ず「アンダーバー」を入れてください。
38
事務局へのご連絡の際は、できる限りＥメール
かＦＡＸでお願いします。

教職員組合の活動や存在

田園調布高校
九段高校

小森あや子︵音楽︶
瀧 真一︵英語︶ 新規採用
久松 正春︵情報︶
八潮高校

環︵事務︶

南葛飾高校

安藤 芳江︵養護︶
鈴木

E-mail：aogiri̲kai@yahoo.co.jp（新アドレスです）

い状況になりました︒

と早めの対応が求められま
す︒
就職希望者は昨年より人

早めに準備をして９月中に

葛西南高校
品川ろう

瀬戸山 満︵事務・再任用︶

退 職
中村 庸子︵国語︶
三田高校︵定︶嘱託

大根スミエ︵養護︶

TEL/FAX 03-3730-8117（常時留守電となっています）

らなかったことを思い出し

導部としても資料の充実と

そのような中で︑進路指

ております︒

職員だより
進路状況について
実

適切なガイダンスを通し︑ 数が増えましたが︑大変厳

は決着がつくのが望まれま

たどり着きました︒ただ︑
昨年の大学入試の結果を

す︒公務員は一人︑警視庁

しい状況のなか合格にまで

見ると︑国立大学︵浪人︶を

いと思っています︒

の推薦入試と一般入試に加

含め︑生徒に人気の高い中

に決まりました︒

生徒の進路達成を目指した

え︑多くの大学ではＡＯ入

上位校にも合格者が出たの

一方︑私立大学では従来

考方法が増えています︒

進路指導部 土 屋
大学や短期大学の受験・

試が実施されています︒ま

は大変喜ばしい限りです︒

入試は︑ここ数年間で大き
国公立大学ではセンター

た︑一般入試の方法も多様

20

52

︵なべちゃん︶

ルをください︒ヨロシク！

期会をやりましょう︒メー

周年ですよ︒今年こそ同

30 50

く様変わりしました︒
試験を受験し︵昨年度より

化してきました︒﹁受験しや

本校の生徒たちは進路先

た︶
︑前期・後期に分かれて

英語にリスニングが加わっ

決定をしてゴールにたどり

が多様です︒各自が自己を

着くことを願っています︒

しっかり見つめ適切な進路
もに一部人気の高い学科・

資格の時代ということも

けるというスタイルが定着︒ な入試パターンが毎年登場

コースがあるので強い決意

あり︑短大・専門学校はと
していますが︑逆に入試の

すさ﹂に配慮したさまざま

仕組みそのものは複雑化し

個別試験︵二次試験︶を受

個別試験は小論文や面接を

〒144-0054 大田区新蒲田3-18-1-507 渡部良彦方

日本体育大学女子短期大学部２
文化女子大学短期大学部
１
目白大学短期大学部
１
山脇学園短期大学
１
横浜美術短期大学
１
専門学校
（含職業訓練校）
計８８
就職
（含公務員）
計１６
その他
計３３
１
２
３
３
１
４
６
２
２
１
１
１

80

取り入れた︑個性重視の選

梧桐会事務局からのお知らせ

20

短期大学
大妻女子短期大学
川崎市立看護短期大学
共立女子短期大学
産能短期大学
専修北海短期大学
洗足学園短期大学
鶴見大学短期大学部
帝京短期大学
戸板女子短期大学
東海大学短期大学部
東京成徳短期大学
東横学園女子短期大学
２
２
１
１
２
１
３
１
１
１
４
１
８
日本大学
日本体育大学
文化女子大学
文京学院大学
法政大学
武蔵工業大学
武蔵野大学
明海大学
明治学院大学
明星大学
目白大学
横浜商科大学
立正大学
１
１
３
１
３
１
１
１
１
１
１
２
１
専修大学
大正大学
高千穂大学
拓殖大学
多摩大学
多摩美術大学
（二部）
鶴見大学
東京経済大学
東京聖栄大学
東京電機大学
東邦大学
東洋大学
獨協大学
計８３
１
１
１
７
６
１
２
１
９
４
１
３
４年制大学
青山学院大学
桜美林大学
加悦大学
神奈川大学
関東学院大学
恵泉女学園大学
工学院大学
国際武道大学
国士舘大学
駒澤大学
相模女子大学
杉野服飾大学

（４）
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平成１７年度卒業生進路

